
JP 4683337 B2 2011.5.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を撮影する撮影手段と、
　前記画像を記録する記録手段と、
　前記画像を表示する表示手段と、
　前記撮影された画像から顔を検出する顔検出手段と、
　前記顔検出手段により検出された顔の特徴量を取得する顔特徴量取得手段と、
　前記撮影手段により画像を撮影する撮影モードと、個人認証による再生モードの少なく
とも２つの動作モードの間で動作モードを切り替える動作モード切替手段と、
　前記動作モードが個人認証による再生モードに設定された場合に、前記記録手段に記録
された画像の中から画像を選択する画像選択手段と、
　前記画像選択手段により選択された画像から検出された顔の特徴量に基づいて、前記記
録手段に記録された画像の中から、同一人物の顔を含む関連画像を検出する関連画像検出
手段と、
　前記動作モードが個人認証による再生モードに設定された場合に、前記関連画像を前記
表示手段に表示する表示制御手段と、
を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記画像選択手段は、前記記録手段に最後に記録された画像を選択することを特徴とす
る請求項１記載の画像表示装置。
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【請求項３】
　画像を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段に前記画像の撮影指示を入力する撮影指示手段と、
　前記画像を記録する記録手段と、
　前記画像を表示する表示手段と、
　前記撮影された画像から顔を検出する顔検出手段と、
　前記顔検出手段により検出された顔の特徴量を取得する顔特徴量取得手段と、
　前記撮影手段により画像を撮影する撮影モードと、前記表示手段により画像を再生表示
する再生モードの少なくとも２つの動作モードの間で動作モードを切り替える動作モード
切替手段と、
　前記動作モードが再生モードに設定されたときに、前記撮影指示手段からの撮影指示に
応じて前記撮影手段によりモニタ画像を撮影する撮影制御手段と、
　前記再生モード時に撮影されたモニタ画像から検出された顔の特徴量に基づいて、前記
記録手段に記録された画像の中から、同一人物の顔を含む関連画像を検出する関連画像検
出手段と、
　前記関連画像を前記表示手段に表示する表示制御手段と、
を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記関連画像とともに、前記モニタ画像を前記表示手段に表示す
ることを特徴とする請求項３記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記モニタ画像から検出された顔の画像を切り出して、前記関連
画像とともに前記表示手段に表示することを特徴とする請求項３記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記顔特徴量取得手段は、前記顔検出手段により検出された顔の特徴量を取得して、該
顔の特徴量を該画像と関連付けて前記記録手段に記録し、前記個人認証による再生モード
時には、前記記録手段から前記顔の特徴量を取得することを特徴とする請求項１から５の
いずれか１項記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記顔特徴量取得手段は、前記撮影モード時、前記画像が撮影される都度又は前記撮影
モード以外の動作モード時のいずれかに、前記画像から顔の特徴量を取得することを特徴
とする請求項１から６のいずれか１項記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記関連画像検出手段は、前記関連画像が動画の場合に、前記同一人物の顔を含むフレ
ームを取得し、
　前記表示制御手段は、前記関連画像検出手段により取得されたフレームを前記表示手段
に表示することを特徴とする請求項１から７のいずれか１項記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記画像選択手段によって選択された画像から複数の顔が検出された場合に、前記複数
の顔の中から主要被写体を指定する主要被写体指定手段を更に備え、
　前記関連画像検出手段は、前記主要被写体を含む画像を検出することを特徴とする請求
項１から８のいずれか１項記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記主要被写体検出手段は、顔らしさの評価値である顔らしさ度が最も高い又は所定値
以上の顔、顔の大きさが最大又は所定値以上の顔、画像の中心に最も近い又は画像の中心
からの距離が所定値以下の顔、又は顔らしさ度又は大きさの少なくとも一方が所定値以上
で、且つ、画像の中心に近い顔のうち少なくとも１つの条件に従って主要被写体を指定す
ることを特徴とする請求項９記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記主要被写体検出手段は、前記画像が動画の場合に、顔らしさの評価値である顔らし
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さ度が最も高い又は所定値以上の顔、顔の大きさが最大又は所定値以上の顔、画像の中心
に最も近い顔、写っているフレーム数又は写っている時間が最大の顔、写っているフレー
ム数と動画ファイルの総フレーム数の比が所定値以上の顔、写っている時間と動画ファイ
ルの再生時間の比が所定値以上の顔、顔らしさ度又は大きさの少なくとも一方が所定値以
上で、且つ、画像の中心に近い顔、写っているフレーム数又は写っている時間が所定値以
上で、且つ、顔らしさ度又は顔の大きさの少なくとも一方が所定値以上の顔のうち少なく
とも１つの条件に従って主要被写体を指定することを特徴とする請求項９記載の画像表示
装置。
【請求項１２】
　撮影手段により画像を撮影する撮影工程と、
　前記画像を記録する記録工程と、
　前記画像を表示手段に表示する表示工程と、
　前記撮影された画像から顔を検出する顔検出工程と、
　前記顔検出工程において検出された顔の特徴量を取得する顔特徴量取得工程と、
　前記撮影手段により画像を撮影する撮影モードと、個人認証による再生モードの少なく
とも２つの動作モードの間で動作モードを切り替える動作モード切替工程と、
　前記動作モードが個人認証による再生モードに設定された場合に、前記記録された画像
の中から画像を選択する画像選択工程と、
　前記画像選択工程において選択された画像から検出された顔の特徴量に基づいて、前記
記録された画像の中から、同一人物の顔を含む関連画像を検出する関連画像検出工程と、
　前記動作モードが個人認証による再生モードに設定された場合に、前記関連画像を前記
表示手段に表示する表示制御工程と、
を備えることを特徴とする画像表示方法。
【請求項１３】
　撮影手段により画像を撮影する撮影工程と、
　前記撮影工程に前記画像の撮影指示を入力する撮影指示工程と、
　前記画像を記録する記録工程と、
　前記画像を表示手段に表示する表示工程と、
　前記撮影された画像から顔を検出する顔検出工程と、
　前記顔検出工程において検出された顔の特徴量を取得する顔特徴量取得工程と、
　前記撮影手段により画像を撮影する撮影モードと、前記表示手段により画像を再生表示
する再生モードの少なくとも２つの動作モードの間で動作モードを切り替える動作モード
切替工程と、
　前記動作モードが再生モードに設定されたときに、前記撮影指示に応じて前記撮影手段
によりモニタ画像を撮影する撮影制御工程と、
　前記再生モード時に撮影されたモニタ画像から検出された顔の特徴量に基づいて、前記
記録された画像の中から、同一人物の顔を含む関連画像を検出する関連画像検出工程と、
　前記関連画像を前記表示手段に表示する表示制御工程と、
を備えることを特徴とする画像表示方法。
【請求項１４】
　前記表示制御工程は、前記関連画像とともに、前記モニタ画像を前記表示手段に表示す
る工程を備えることを特徴とする請求項１３記載の画像表示方法。
【請求項１５】
　前記表示制御工程は、
　前記モニタ画像から検出された顔の画像を切り出す工程と、
　前記切り出した顔の画像を、前記関連画像とともに前記表示手段に表示する工程と、
を備えることを特徴とする請求項１３記載の画像表示方法。
【請求項１６】
　前記顔特徴量取得工程において、前記顔検出工程により検出された顔の特徴量を取得し
て、該顔の特徴量を該画像と関連付けて前記記録工程に記録しておき、
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　前記個人認証による再生モード時に、前記記録した前記顔の特徴量を取得する工程を更
に備えることを特徴とする請求項１３から１５のいずれか１項記載の画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像表示装置及び画像表示方法に係り、特に撮影した画像から顔を検出する技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１の画像再生システムでは、ユーザ１０Ａ、１０Ｂが撮影装置１０Ａ又は１Ｂ
を用いて撮影した人物画像データと、その人物画像データに基づいた認証信号がＷｅｂサ
イト３０を介して基地局４０に取り込まれ、フォルダ作成部１９において該認証信号基づ
き画像フォルダが作られ、記録される。そして、ユーザ１０Ａ、１０Ｂが鑑賞者となって
再生装置５０により撮影画像を鑑賞する場合、ユーザ１０Ａ、１０Ｂの顔情報がＷｅｂサ
イト３０を介して基地局４０に取り込まれ、該顔情報が個人認証処理部１７にて認証され
、その認証結果に基づき、上記画像フォルダの画像データが選択再生され、Ｗｅｂサイト
３０を介して再生装置５０側に取り込まれ、再生される。
【特許文献１】特開２００５－３５４２１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１の画像再生システムは、基地局にアップロードした画像を鑑賞する場合に、
ユーザの顔情報を基地局にアップロードして認証するものであって、画像を閲覧するため
には、画像を予めアップロードしておく必要がある。また、画像の閲覧の都度、ユーザの
認証を行うため、手間がかかるという問題があった。
【０００４】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、個人認証技術により、撮影画像の中
から所望の被写体が写っている画像を容易に検索して再生することができる画像表示装置
及び画像表示方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に係る画像表示装置は、画像を撮影する
撮影手段と、前記画像を記録する記録手段と、前記画像を表示する表示手段と、前記撮影
された画像から顔を検出する顔検出手段と、前記顔検出手段により検出された顔の特徴量
を取得する顔特徴量取得手段と、前記撮影手段により画像を撮影する撮影モードと、個人
認証による再生モードの少なくとも２つの動作モードの間で動作モードを切り替える動作
モード切替手段と、前記動作モードが個人認証による再生モードに設定された場合に、前
記記録手段に記録された画像の中から画像を選択する画像選択手段と、前記画像選択手段
により選択された画像から検出された顔の特徴量に基づいて、前記記録手段に記録された
画像の中から、同一人物の顔を含む関連画像を検出する関連画像検出手段と、前記動作モ
ードが個人認証による再生モードに設定された場合に、前記関連画像を前記表示手段に表
示する表示制御手段とを備えることを特徴とする。
【０００６】
　請求項１に係る発明によれば、動作モードを撮影モードに設定して人物の顔を撮影した
後、個人認証による再生モードに設定することにより、撮影した画像の中から画像を選択
して、選択した画像から検出した顔と同一人物の顔が写っている関連画像を、記録手段に
記録された画像の中から読み出して再生することができる。
【０００７】
　請求項２に係る発明は、請求項１の画像表示装置において、前記画像選択手段は、前記
記録手段に最後に記録された画像を選択することを特徴とする。
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【０００８】
　請求項２に係る発明によれば、撮影モード時に最後に撮影された人物の顔が写っている
関連画像を読み出して再生することができる。
【０００９】
　請求項３に係る画像表示装置は、画像を撮影する撮影手段と、前記撮影手段に前記画像
の撮影指示を入力する撮影指示手段と、前記画像を記録する記録手段と、前記画像を表示
する表示手段と、前記撮影された画像から顔を検出する顔検出手段と、前記顔検出手段に
より検出された顔の特徴量を取得する顔特徴量取得手段と、前記撮影手段により画像を撮
影する撮影モードと、前記表示手段により画像を再生表示する再生モードの少なくとも２
つの動作モードの間で動作モードを切り替える動作モード切替手段と、前記動作モードが
再生モードに設定されたときに、前記撮影指示手段からの撮影指示に応じて前記撮影手段
によりモニタ画像を撮影する撮影制御手段と、前記再生モード時に撮影されたモニタ画像
から検出された顔の特徴量に基づいて、前記記録手段に記録された画像の中から、同一人
物の顔を含む関連画像を検出する関連画像検出手段と、前記関連画像を前記表示手段に表
示する表示制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に係る発明によれば、画像の再生時に、所望の人物の顔を含むモニタ画像を撮
影することにより、モニタ画像に写っている人物の顔を含む関連画像を、記録手段に記録
された画像の中から読み出して再生することができる。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、請求項３の画像表示装置において、前記表示制御手段は、前記
関連画像とともに、前記モニタ画像を前記表示手段に表示することを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に係る発明によれば、モニタ画像に写っている人物の顔を含む関連画像を記録
手段から読み出す際に、関連画像とモニタ画像とを表示手段に同時に表示することができ
る。
【００１３】
　請求項５に係る発明は、請求項３の画像表示装置において、前記表示制御手段は、前記
モニタ画像から検出された顔の画像を切り出して、前記関連画像とともに前記表示手段に
表示することを特徴とする。
【００１４】
　請求項５に係る発明によれば、モニタ画像に写っている人物の顔を含む関連画像を記録
手段から読み出して表示する際に、モニタ画像から切り出した顔の画像と関連画像とを表
示手段に同時に表示することができる。
【００１５】
　請求項６に係る発明は、請求項１から５の画像表示装置において、前記顔特徴量取得手
段は、前記顔検出手段により検出された顔の特徴量を取得して、該顔の特徴量を該画像と
関連付けて前記記録手段に記録し、前記個人認証による再生モード時には、前記記録手段
から前記顔の特徴量を取得することを特徴とする。
【００１６】
　請求項６に係る発明によれば、記録手段に記録された画像から検出した顔の特徴量の情
報を記録手段内のファイル等に予め記録しておくことができる。
【００１７】
　請求項７に係る発明は、請求項１から６の画像表示装置において、前記顔特徴量取得手
段は、前記撮影モード時、前記画像が撮影される都度又は前記撮影モード以外の動作モー
ド時のいずれかに、前記画像から顔の特徴量を取得することを特徴とする。
【００１８】
　請求項８に係る発明は、請求項１から７の画像表示装置において、前記関連画像検出手
段は、前記関連画像が動画の場合に、前記同一人物の顔を含むフレームを取得し、前記表
示制御手段は、前記関連画像検出手段により取得されたフレームを前記表示手段に表示す
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ることを特徴とする。
【００１９】
　請求項８に係る発明によれば、関連画像が動画の場合にも表示を効果的に行うことがで
きる。
【００２０】
　請求項９に係る発明は、請求項１から８の画像表示装置において、前記画像選択手段に
よって選択された画像から複数の顔が検出された場合に、前記複数の顔の中から主要被写
体を指定する主要被写体指定手段を更に備え、前記関連画像検出手段は、前記主要被写体
を含む画像を検出することを特徴とする。また、請求項１０に係る発明は、請求項９の画
像表示装置において、前記主要被写体検出手段は、顔らしさの評価値である顔らしさ度が
最も高い又は所定値以上の顔、顔の大きさが最大又は所定値以上の顔、画像の中心に最も
近い又は画像の中心からの距離が所定値以下の顔、又は顔らしさ度又は大きさの少なくと
も一方が所定値以上で、且つ、画像の中心に近い顔のうち少なくとも１つの条件に従って
主要被写体を指定することを特徴とする。また、請求項１１に係る発明は、請求項９の画
像表示装置において、前記主要被写体検出手段は、前記画像が動画の場合に、顔らしさの
評価値である顔らしさ度が最も高い又は所定値以上の顔、顔の大きさが最大又は所定値以
上の顔、画像の中心に最も近い顔、写っているフレーム数又は写っている時間が最大の顔
、写っているフレーム数と動画ファイルの総フレーム数の比が所定値以上の顔、写ってい
る時間と動画ファイルの再生時間の比が所定値以上の顔、顔らしさ度又は大きさの少なく
とも一方が所定値以上で、且つ、画像の中心に近い顔、写っているフレーム数又は写って
いる時間が所定値以上で、且つ、顔らしさ度又は顔の大きさの少なくとも一方が所定値以
上の顔のうち少なくとも１つの条件に従って主要被写体を指定することを特徴とする。
【００２１】
　請求項９から１１に係る発明によれば、複数の顔が検出された画像の中から、主要被写
体の画像を特定して、主要被写体を含む関連画像を表示することができる。
【００２２】
　請求項１２に係る画像表示方法は、撮影手段により画像を撮影する撮影工程と、前記画
像を記録する記録工程と、前記画像を表示手段に表示する表示工程と、前記撮影された画
像から顔を検出する顔検出工程と、前記顔検出工程において検出された顔の特徴量を取得
する顔特徴量取得工程と、前記撮影手段により画像を撮影する撮影モードと、個人認証に
よる再生モードの少なくとも２つの動作モードの間で動作モードを切り替える動作モード
切替工程と、前記動作モードが個人認証による再生モードに設定された場合に、前記記録
された画像の中から画像を選択する画像選択工程と、前記画像選択工程において選択され
た画像から検出された顔の特徴量に基づいて、前記記録された画像の中から、同一人物の
顔を含む関連画像を検出する関連画像検出工程と、前記動作モードが個人認証による再生
モードに設定された場合に、前記関連画像を前記表示手段に表示する表示制御工程とを備
えることを特徴とする。
【００２３】
　請求項１３に係る画像表示方法は、撮影手段により画像を撮影する撮影工程と、前記撮
影工程に前記画像の撮影指示を入力する撮影指示工程と、前記画像を記録する記録工程と
、前記画像を表示手段に表示する表示工程と、前記撮影された画像から顔を検出する顔検
出工程と、前記顔検出工程において検出された顔の特徴量を取得する顔特徴量取得工程と
、前記撮影手段により画像を撮影する撮影モードと、前記表示手段により画像を再生表示
する再生モードの少なくとも２つの動作モードの間で動作モードを切り替える動作モード
切替工程と、前記動作モードが再生モードに設定されたときに、前記撮影指示に応じて前
記撮影手段によりモニタ画像を撮影する撮影制御工程と、前記再生モード時に撮影された
モニタ画像から検出された顔の特徴量に基づいて、前記記録された画像の中から、同一人
物の顔を含む関連画像を検出する関連画像検出工程と、前記関連画像を前記表示手段に表
示する表示制御工程とを備えることを特徴とする。
【００２４】
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　請求項１４に係る発明は、請求項１３の画像表示方法において、前記表示制御工程は、
前記関連画像とともに、前記モニタ画像を前記表示手段に表示する工程を備えることを特
徴とする。
【００２５】
　請求項１５に係る発明は、請求項１３の画像表示方法において、前記表示制御工程は、
前記モニタ画像から検出された顔の画像を切り出す工程と、前記切り出した顔の画像を、
前記関連画像とともに前記表示手段に表示する工程とを備えることを特徴とする。
【００２６】
　請求項１６に係る発明は、請求項１３から１５の画像表示方法において、前記顔特徴量
取得工程において、前記顔検出工程により検出された顔の特徴量を取得して、該顔の特徴
量を該画像と関連付けて前記記録工程に記録しておき、前記個人認証による再生モード時
に、前記記録した前記顔の特徴量を取得する工程を更に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、個人認証技術により、撮影画像の中から所望の被写体が写っている画
像を容易に検索して再生することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、添付図面に従って本発明に係る画像表示装置及び画像表示方法の好ましい実施の
形態について説明する。
【００２９】
　［画像表示装置撮影装置の構成］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像表示装置の外観を示す斜視図である。図１
に示すように、画像表示装置１０は、静止画や動画の記録及び再生機能を備えた撮影装置
（電子カメラ）である。撮影装置１０のカメラボディ１２は、扁平状の四角い箱型に形成
されている。カメラボディ１２の前面には、レンズが組み込まれたレンズ鏡筒１４が設け
られている。また、カメラボディ１２の上面には、シャッタボタン１６及び電源スイッチ
１８が設けられている。カメラボディ１２の背面には、表示部（液晶モニタ）２０、ファ
インダ接眼窓２２、モードスイッチ２４、汎用キー２６、ＭＥＮＵ／ＯＫボタン２８、キ
ャンセルボタン３０、ディスプレイボタン３２及びファンクションボタン３４が設けられ
ている。
【００３０】
　電源スイッチ１８は、スライド式のスイッチであり、撮影装置１０の電源は、電源スイ
ッチ１８をスライド操作することによりＯＮ／ＯＦＦされる。
【００３１】
　シャッタボタン１６は、いわゆる「半押し」と「全押し」とからなる２段ストロークタ
イプのボタンで構成されており、「半押し」でＡＦ（Auto Focus：自動焦点合わせ）、Ａ
Ｅ（Auto Exposure：自動露出）が機能し、「全押し」で撮影が実行される。
【００３２】
　モードスイッチ２４は、撮影装置１０の動作モードを切り替えるスイッチとして機能し
、その設定位置によって、静止画の撮影を行う「静止画撮影モード」、動画の撮影を行う
「動画撮影モード」、撮影した画像を再生する「再生モード」又は「個人認証による再生
モード」のいずれかに切り替えられる。なお、個人認証による再生モードについては後述
する。
【００３３】
　液晶モニタ２０は、再生モード時には画像の再生用モニタとして機能するとともに、静
止画又は動画撮影モード時にはフレーミング用のスルー画を表示する電子ビューファイン
ダとして機能する。ディスプレイボタン３２は、この液晶モニタ２０のＯＮ／ＯＦＦ切替
ボタンとして機能する。また、液晶モニタ２０は、ユーザインターフェース用表示画面と
しても利用され、必要に応じてメニュー情報や選択項目、設定内容等の情報が表示される
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。なお、液晶モニタ２０に代えて、有機ＥＬ（electro-luminescence）等の他の方式の表
示装置を用いることも可能である。
【００３４】
　ＭＥＮＵ／ＯＫボタン２８は、メニュー画面の表示を指示するボタンとして機能し、こ
のＭＥＮＵ／ＯＫボタン２８が押されることにより、各動作モードからセットアップモー
ドに遷移し、液晶モニタ２０に設定画面が表示される。上記セットアップモードでは、露
出値、色合い、ＩＳＯ感度、記録画素数等の画質調整に関する項目や、セルフタイマーの
設定、測光方式の切替、デジタルズームを使用するか否か等の調整項目の設定が行われる
。上記セットアップモードにおいて、ＭＥＮＵ／ＯＫボタン２８は、選択した項目の確定
や動作の実行を指示するボタンとして機能し、キャンセルボタン３０は、設定画面におい
て選択した項目の取消や、設定内容を１つ前の状態に戻すことを指示するボタンとして機
能する。
【００３５】
　汎用キー２６は、再生モード時に再生する画像を選択したり、設定画面において項目を
選択するためのカーソルを移動するカーソルシフトキーとして機能する。汎用キー２６は
、カーソルを左右方向に移動させる左ボタン２６Ａ及び右ボタン２６Ｃと、カーソルを上
下方向に移動させる上下ボタン２６Ｂとから構成される。なお、左ボタン２６Ａ及び右ボ
タン２６Ｃは押しボタンにより構成され、上下ボタン２６Ｂは上下方向に揺動自在なシー
ソーボタンにより構成される。
【００３６】
　また、上下ボタン２６Ｂは、静止画又は動画撮影モード時にはズーム操作用の操作ボタ
ンとして機能する。即ち、静止画又は動画撮影モードの下、上下ボタン２６Ｂを上方向に
操作することにより、ズームがテレ方向に操作され、ズームボタン２６Ｂを下方向に操作
することにより、ズームがワイド方向に操作される。
【００３７】
　また、上下ボタン２６Ｂは、再生モードの下、再生画像のズームボタンとしても機能す
る。即ち、再生モードの下、上下ボタン２６Ｂを上方向に操作することにより、再生画像
が拡大表示され、下方向に操作することにより、再生画像が縮小表示される。
【００３８】
　また、再生モードの下、左ボタン２６Ａは、コマ戻しボタン（１コマ前の画像が表示さ
れるように指示するボタン）として機能し、右ボタン２６Ｃは、コマ送りボタン（１コマ
後の画像が表示されるように指示するボタン）として機能する。
【００３９】
　左ボタン２６Ａは、静止画又は動画撮影モードの下、マクロ機能（接写機能）のＯＮ／
ＯＦＦを切り替えるボタンとして機能し、左ボタン２６Ａを押圧操作することにより、マ
クロ機能がＯＮ又はＯＦＦされる。
【００４０】
　また、右ボタン２６Ｃは、静止画又は動画撮影モードの下、フラッシュモードを切り替
えるボタンとして機能し、右ボタン２６Ｃを押圧操作することにより、フラッシュモード
がフラッシュ発光又は発光禁止の各モードに設定される。
【００４１】
　図２は、撮影装置１０の電気的構成を示すブロック図である。図２に示す撮影装置１０
は、撮影装置１０全体の動作は中央処理装置（ＣＰＵ）５０によって統括制御される。Ｃ
ＰＵ５０は、所定のプログラムに従って本カメラシステムを制御する制御手段として機能
するとともに、自動露出（ＡＥ）演算、自動焦点調節（ＡＦ）演算、ホワイトバランス（
ＷＢ）調整演算等、各種演算を実施する演算手段として機能する。電源回路５２は、本カ
メラシステムの各ブロックに電源を供給する。
【００４２】
　ＣＰＵ５０には、バス５４を介してＲＯＭ（Read Only Memory）５６及びＥＥＰＲＯＭ
（Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory）５８が接続されてい



(9) JP 4683337 B2 2011.5.18

10

20

30

40

50

る。ＲＯＭ５６には、ＣＰＵ５０が実行するプログラム及び制御に必要な各種データ等が
格納され、ＥＥＰＲＯＭ５８には、ＣＣＤ画素欠陥情報、カメラ動作に関する各種定数／
情報等が格納されている。
【００４３】
　また、メモリ（ＳＤＲＡＭ、Synchronous Dynamic Random Access Memory）６０は、プ
ログラムの展開領域及びＣＰＵ５０の演算作業用領域として利用されるとともに、画像デ
ータや音声データの一時記憶領域として利用される。ＶＲＡＭ（Video Random Access Me
mory）６２は、画像データ専用の一時記憶メモリであり、Ａ領域６２ＡとＢ領域６２Ｂを
含んでいる。なお、メモリ６０とＶＲＡＭ６２は共用することが可能である。
【００４４】
　撮影装置１０には、シャッタボタン１６や電源スイッチ１８、モードスイッチ２４、汎
用キー２６、ＭＥＮＵ／ＯＫボタン２８、キャンセルボタン３０、ディスプレイボタン３
２、ファンクションボタン３４等の操作部材を含む操作部６４が設けられている。これら
各種の操作部６４からの信号はＣＰＵ５０に入力され、ＣＰＵ５０は入力信号に基づいて
撮影装置１０の各回路を制御し、例えば、レンズ駆動制御、撮影動作制御、画像処理制御
、画像データの記録／再生制御、液晶モニタ２０の表示制御等を行う。
【００４５】
　撮影装置１０は、メディアソケット（メディア装着部）６８を有し、メディアソケット
６８には記録メディア７０を装着することができる。記録メディア７０の形態は特に限定
されず、ｘＤピクチャカード（商標）、スマートメディア（商標）に代表される半導体メ
モリカード、可搬型小型ハードディスク、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等
の種々の媒体を用いることができる。メディアコントローラ７２は、メディアソケット６
８に装着される記録メディア７０に適した入出力信号の受渡しを行うために所要の信号変
換を行う。
【００４６】
　また、撮影装置１０は、パーソナルコンピュータ等の外部機器と接続するための通信手
段として外部接続インターフェース部（外部接続Ｉ／Ｆ）７４を備えている。撮影装置１
０は、図示せぬＵＳＢケーブル等を用いて撮影装置１０と外部機器を接続することにより
、外部機器との間でデータの受渡しが可能となる。もちろん、通信方式はＵＳＢに限らず
、IEEE1394やBluetooth（登録商標）等の他の通信方式を適用してもよい。
【００４７】
　［動作モード］
　図３は、動作モードの遷移を示す図である。上述のように、撮影装置１０は、静止画及
び動画撮影モード、再生モード及び個人認証による再生モードの４つの動作モードを備え
ており、動作モードはモードスイッチ２４により切替可能となっている。
【００４８】
　［撮影モード］
　まず、撮影モードについて説明する。モードスイッチ２４によって撮影モードが選択さ
れると、カラーＣＣＤ固体撮像素子７６（以下の説明では、ＣＣＤ７６と記載する）を含
む撮像部に電源が供給され、撮影可能な状態になる。
【００４９】
　レンズユニット７８は、フォーカスレンズ８０及びズームレンズ８２を含む撮影レンズ
８４と、絞り兼用メカシャッタ８６とを含む光学ユニットである。撮影レンズ８４のフォ
ーカシングは、フォーカスレンズ８０をフォーカスモータ８０Ａによって移動させること
により行われ、ズーミングは、ズームレンズ８２をズームモータ８２Ａで移動させること
により行われる。フォーカスモータ８０Ａとズームモータ８２Ａは、それぞれフォーカス
モータドライバ８０Ｂとズームモータドライバ８２Ｂにより駆動制御される。ＣＰＵ１０
は、このフォーカスモータドライバ８０Ｂとズームモータドライバ８２Ｂに制御信号を出
力して制御する。
【００５０】
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　絞り８６は、いわゆるターレット型絞りで構成されており、Ｆ２．８からＦ８の絞り孔
が穿孔されたターレット板を回転させて絞り値（Ｆ値）を変化させる。この絞り８６の駆
動はアイリスモータ８６Ａによって行われる。アイリスモータ８６Ａはアイリスモータド
ライバ８６Ｂにより駆動制御される。ＣＰＵ５０は、このアイリスモータドライバ８６Ｂ
に制御信号を出力して制御する。
【００５１】
　レンズユニット７８を通過した光は、ＣＣＤ７６の受光面に結像される。ＣＣＤ７６の
受光面には多数のフォトダイオード（受光素子）が２次元的に配列されており、各フォト
ダイオードに対応して赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の原色カラーフィルタが所定の配列
構造で配置されている。ＣＣＤ７６は、各フォトダイオードの電荷蓄積時間（シャッター
スピード）を制御する電子シャッター機能を有している。ＣＰＵ５０は、タイミングジェ
ネレータ（ＴＧ）８８を介してＣＣＤ７６での電荷蓄積時間を制御する。また、ＣＰＵ５
０は、ＣＣＤ７６に対して、ＯＦＤ（Overflow Drain）の電位を制御して、ＣＣＤ７６を
構成するフォトダイオードに蓄積される信号電荷の上限値を調整する。
【００５２】
　ＣＣＤ７６の受光面に結像された被写体像は、各フォトダイオードによって入射光量に
応じた量の信号電荷に変換される。各フォトダイオードに蓄積された信号電荷は、ＣＰＵ
５０の指令に従いＴＧ８８から与えられる駆動パルス（読み出しパルス、垂直転送クロッ
ク、水平転送クロック）に基づいて信号電荷に応じた電圧信号（画像信号）として順次読
み出される。
【００５３】
　ＣＣＤ７６から出力された信号はアナログ処理部（ＣＤＳ／ＡＭＰ）９０に送られ、こ
こで画素ごとのＲ、Ｇ、Ｂ信号がサンプリングホールド（相関２重サンプリング処理）さ
れ、増幅された後、Ａ／Ｄ変換器９２に加えられる。Ａ／Ｄ変換器９２によってデジタル
信号に変換された点順次のＲ、Ｇ、Ｂ信号は、画像入力コントローラ９４を介してメモリ
６０に記憶される。
【００５４】
　画像信号処理回路９６は、メモリ６０に記憶されたＲ、Ｇ、Ｂ信号をＣＰＵ５０の指令
に従って処理する。すなわち、画像信号処理回路９６は、同時化回路（単板ＣＣＤのカラ
ーフィルタ配列に伴う色信号の空間的なズレを補間して色信号を同時式に変換する処理回
路）、ホワイトバランス調整回路、ガンマ補正回路、輪郭補正回路、輝度・色差信号生成
回路等を含む画像処理手段として機能し、ＣＰＵ５０からのコマンドに従ってメモリ６０
を活用しながら所定の信号処理を行う。
【００５５】
　画像信号処理回路９６に入力されたＲＧＢの画像データは、画像信号処理回路９６にお
いて輝度信号（Ｙ信号）及び色差信号（Ｃｒ、Ｃｂ信号）に変換されるとともに、ガンマ
補正等の所定の処理が施される。画像信号処理回路９６で処理された画像データはＶＲＡ
Ｍ６２に格納される。
【００５６】
　撮影画像を液晶モニタ２０にモニタ出力する場合、ＶＲＡＭ６２から画像データが読み
出され、バス５４を介してビデオエンコーダ９８に送られる。ビデオエンコーダ９８は、
入力された画像データを表示用の所定方式のビデオ信号（例えば、ＮＴＳＣ方式のカラー
複合画像信号）に変換して液晶モニタ２０に出力する。
【００５７】
　ＣＣＤ７６から出力される画像信号によって、１コマ分の画像を表す画像データがＶＲ
ＡＭ６２のＡ領域６２ＡとＢ領域６２Ｂとで交互に書き換えられる。ＶＲＡＭ６２のＡ領
域６２Ａ及びＢ領域６２Ｂのうち、画像データが書き換えられている方の領域以外の領域
から、書き込まれている画像データが読み出される。このようにしてＶＲＡＭ６２内の画
像データが定期的に書き換えられ、その画像データから生成される画像信号が液晶モニタ
２０に供給されることにより、撮影中の映像がリアルタイムに液晶モニタ２０に表示され
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る。撮影者は、液晶モニタ２０に表示される映像（プレビュー画像）によって撮影画角を
確認できる。
【００５８】
　シャッタボタン１６が半押しされ、Ｓ１がオンすると、撮影装置１０はＡＥ及びＡＦ処
理を開始する。すなわち、ＣＣＤ７６から出力された画像信号はＡ／Ｄ変換後に画像入力
コントローラ９４を介してＡＦ検出回路１００並びにＡＥ／ＡＷＢ検出回路１０２に入力
される。
【００５９】
　ＡＥ／ＡＷＢ検出回路１０２は、１画面を複数の分割エリア（例えば、８×８又は１６
×１６）に分割し、この分割エリアごとにＲＧＢ信号を積算する回路を含み、その積算値
をＣＰＵ５０に提供する。ＣＰＵ５０は、ＡＥ／ＡＷＢ検出回路１０２から得た積算値に
基づいて被写体の明るさ（被写体輝度）を検出し、撮影に適した露出値（撮影ＥＶ値）を
算出する。ＣＰＵ５０は、求めた露出値と所定のプログラム線図に従って、絞り値とシャ
ッタースピードを決定し、これに従いＣＣＤ７６の電子シャッター及びアイリスを制御し
て適正な露光量を得る。
【００６０】
　また、ＡＥ／ＡＷＢ検出回路１０２は、自動ホワイトバランス調整時に、分割エリアご
とにＲＧＢ信号の色別の平均積算値を算出し、その算出結果をＣＰＵ５０に提供する。Ｃ
ＰＵ５０は、Ｒの積算値、Ｂの積算値、Ｇの積算値を得て、分割エリアごとにＲ／Ｇ及び
Ｂ／Ｇの比を求め、これらＲ／Ｇ、Ｂ／Ｇの値のＲ／Ｇ、Ｂ／Ｇ軸座標の色空間における
分布等に基づいて光源種の判別を行い、判別された光源種に応じてホワイトバランス調整
回路のＲ、Ｇ、Ｂ信号に対するゲイン値（ホワイトバランスゲイン）を制御し、各色チャ
ンネルの信号に補正をかける。
【００６１】
　撮影装置１０におけるＡＦ制御は、例えば、画像信号のＧ信号の高周波成分が極大にな
るようにフォーカスレンズ８０を移動させるコントラストＡＦが適用される。すなわち、
ＡＦ検出回路１００は、Ｇ信号の高周波成分のみを通過させるハイパスフィルタ、絶対値
化処理部、画面内（例えば、画面中央部）にあらかじめ設定されているフォーカス対象エ
リア内の信号を切り出すＡＦエリア抽出部及びＡＦエリア内の絶対値データを積算する積
算部から構成される。
【００６２】
　ＡＦ検出回路１００により求められた積算値のデータはＣＰＵ５０に通知される。ＣＰ
Ｕ５０は、フォーカスモータドライバ８０Ｂを制御してフォーカスレンズ８０を移動させ
ながら、複数のＡＦ検出ポイントで焦点評価値（ＡＦ評価値）を演算し、評価値が極大と
なるレンズ位置を合焦位置として決定する。そして、ＣＰＵ５０は、求めた合焦位置にフ
ォーカスレンズ８０を移動させるようにフォーカスモータドライバ８０Ｂを制御する。な
お、ＡＦ評価値の演算はＧ信号を利用する態様に限らず、輝度信号（Ｙ信号）を利用して
もよい。
【００６３】
　シャッタボタン１６が半押しされ、Ｓ１オンによってＡＥ／ＡＦ処理が行われ、シャッ
タボタン１６が全押しされ、Ｓ２オンによって記録用の撮影動作がスタートする。Ｓ２オ
ンに応動して取得された画像データは画像信号処理回路９６において輝度／色差信号（Ｙ
／Ｃ信号）に変換され、ガンマ補正等の所定の処理が施された後、メモリ６０に格納され
る。
【００６４】
　メモリ６０に格納されたＹ／Ｃ信号は、圧縮伸張回路１０４によって所定のフォーマッ
トに従って圧縮された後、メディアコントローラ７２を介して記録メディア７０に記録さ
れる。例えば、静止画についてはＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）形式、
動画についてはＡＶＩ（Audio Video Interleaving）形式、Motion-JPEGの画像ファイル
として記録される。
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【００６５】
　記録メディア７０に記録された画像ファイルは、顔検出装置１１０により顔検出処理が
施される。顔検出処理の方式としては、例えば、原画像から肌色に指定した色と近い色を
持つ画素を取り出し、取り出した領域を顔領域として検出するものがある。この顔検出処
理は、例えば、肌色を他の色と区別するための色空間上で、あらかじめサンプリングした
肌色の情報から色空間上の肌色の範囲を定め、各画素の色が定めた範囲に入っているか否
かを判定することにより行われる。
【００６６】
　顔検出装置１１０は、上記顔検出処理により検出された顔の特徴量を算出してＣＰＵ５
０に出力する。ＣＰＵ５０は、顔検出装置１１０から入力された顔特徴量と画像ファイル
とを関連付けて、画像管理ファイルＤ１０に格納する。ここで、顔の特徴量とは、例えば
、画像中における顔領域の位置や大きさ（顔領域を囲む矩形又は楕円領域の面積、又は顔
領域の肌色領域の面積）、目や鼻、耳、口、眉の位置や大きさ、髪の生え際の位置等であ
る。なお、目や鼻、耳、口、眉、生え際は、例えば、肌色領域内の黒色の領域や赤色領域
を検出し、その相対位置から算出される。
【００６７】
　また、顔検出装置１１０は、顔の特徴量とともに、顔領域の顔らしさの評価値（顔らし
さ度）を算出してＣＰＵ５０に出力する。ここで、顔らしさ度は、顔検出装置１１０によ
り検出された領域が顔領域であるかどうかを示すパラメータであり、例えば、肌色の度合
等により算出される。顔検出装置１１０は、画像中から検出された肌色領域ごとに、この
顔らしさ度を算出して、この顔らしさ度が所定値以上の肌色領域を顔領域と判断する。
【００６８】
　なお、動画の画像ファイルの場合には、顔検出装置１１０により、顔領域が検出された
フレームの番号又は顔が写っている時間帯の情報が、顔の特徴量と関連付けられて、ＣＰ
Ｕ５０に出力される。
【００６９】
　なお、顔検出処理は、撮影の都度行うようにしてもよいし、記録メディア７０内の画像
のうち、顔検出処理が施されていない画像に対して撮影モードの終了時にまとめて行うよ
うにしてもよい。
【００７０】
　図４は、記録メディア７０のフォルダツリー構造を示す図である。図４に示す例では、
画像ファイルＰ１０からＰ１６は、記録メディア７０内のフォルダ「/DCIM/100_FUJI/」
に格納され、画像管理ファイルＤ１０は、フォルダ「/KANRI/」に格納される。なお、記
録メディア７０のフォルダ構成については、図４に限定されるものではない。
【００７１】
　図５は、画像管理ファイルＤ１０の構成例を示す図である。図５に示すように、画像管
理ファイルＤ１０は、ｘｍｌ形式により記述されており、<image>タグの間に、各画像フ
ァイルＰ１０からＰ１６に関する情報が記録される。なお、画像管理ファイルＤ１０は、
例えば、ＨＴＭＬやＳＭＩＬ等の言語で記述されるようにしてもよい。
【００７２】
　図５において、<date>タグには、画像ファイルの撮影日又は更新日が記録され、<file>
タグには、画像ファイルを特定するための情報（例えば、ファイルパスや画像ファイルに
固有の識別子）が記録される。<face>タグの間には、画像ファイルから検出された顔特徴
量や顔らしさ度が記録される。なお、図５において、<eye_size>タグは目の大きさであり
、<nose_size>タグは鼻の大きさである。
【００７３】
　なお、顔の特徴量は、例えば、各画像ファイルのヘッダ情報（例えば、EXIFタグ情報）
に記録されるようにしてもよい。
【００７４】
　［再生モード］
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　モードスイッチ２４により再生モードが選択されると、記録メディア７０に記録されて
いる最終の画像ファイル（最後に記録された画像ファイル）の圧縮データが読み出される
。最後の記録に係る画像ファイルが静止画ファイルの場合、この読み出された画像圧縮デ
ータは、圧縮伸張回路１０４を介して非圧縮のＹＣ信号に伸張され、画像信号処理回路９
６及びビデオエンコーダ９８を介して表示用の信号に変換された後、液晶モニタ２０に出
力される。これにより、当該画像ファイルの画像内容が液晶モニタ２０の画面上に表示さ
れる。
【００７５】
　静止画の１コマ再生中（動画の先頭フレーム再生中も含む）に、左ボタン２６Ａ及び右
ボタン２６Ｃを操作することによって、再生対象の画像ファイルを切り換えること（順コ
マ送り／逆コマ送り）ができる（図３参照）。コマ送りされた位置の画像ファイルが記録
メディア７０から読み出され、上記と同様にして静止画像や動画が液晶モニタ２０に再生
表示される。
【００７６】
　また、再生モード時に、パーソナルコンピュータやテレビ等の外部ディスプレイがビデ
オ入出力端子１０６を介して撮影装置１０に接続されている場合には、記録メディア７０
に記録されている画像ファイルはビデオ出力回路１０８により処理されて、この外部ディ
スプレイに再生表示される。
【００７７】
　［個人認証による再生モード］
　モードスイッチ２４により個人認証による再生モードが選択されると、個人認証装置１
１２により、記録メディア７０から画像管理ファイルＤ１０が読み込まれる。個人認証装
置１１２は、記録メディア７０に記録されている最終の画像ファイル（最後に記録された
画像ファイル）から検出された顔Ｘの特徴量の情報を取得して、記録メディア７０内の他
の画像ファイルの顔の特徴量と比較する。個人認証装置１１２は、記録メディア７０に記
録された画像ファイルの中から、最後の記録に係る画像ファイルと同一人物の顔を含む画
像ファイル（関連画像）を特定し、該関連画像の画像ファイルの情報をＣＰＵ５０に出力
する。ＣＰＵ５０は、個人認証装置１１２により選択された関連画像の画像ファイルを取
得して液晶モニタ２０に表示する。
【００７８】
　ここで、個人認証装置１１２は、例えば、記録メディア７０内の画像から検出された顔
の特徴量を座標軸とする多次元マップを作成して、最後の記録に係る画像ファイルと同一
人物の顔を含む画像ファイル（関連画像）を特定する。図６は、顔の特徴量の多次元マッ
プを示すグラフである。図６に示す多次元マップは、顔の特徴量Ａ、Ｂ…を座標軸として
おり、当該多次元マップ上には、個人認証装置１１２により、記録メディア７０内の画像
ファイルから検出された顔の特徴量がプロットされる。ここで、顔の特徴量Ａ、Ｂ、…は
、例えば、検出された顔における目や鼻、耳、口、眉、髪の生え際の相対位置や、目や鼻
、耳、口、眉大きさと顔の大きさとの比等である。なお、図６では、Ａ軸及びＢ軸以外は
図示を省略する。
【００７９】
　個人認証装置１１２は、最後の記録に係る画像ファイルから検出された顔Ｘ（座標：Ｆ
Ｘ）に近い顔、例えば、個人認証装置１１２は、上記多次元マップにおいて、座標ＦＸを
中心とする所定の半径の球ＣＸ内にプロットされた顔を含む画像ファイルを絞り込んで特
定する。
【００８０】
　なお、画像を絞り込む際には、顔らしさ度や顔の大きさが所定値以下の画像ファイルは
、絞り込みの対象から外すようにしてもよい。
【００８１】
　上記の処理の結果、図３に示すように、最後の記録に係る画像Ｐ１６が被写体人物の顔
Ｘを含んでいる場合には、個人認証による再生モードに遷移すると、顔Ｘが検出された関
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連画像Ｐ１２とＰ１６が個人認証装置１１２により特定されて液晶モニタ２０に表示され
る。関連画像のコマ送り／コマ戻しは、再生モード時と同様にそれぞれ右ボタン２６Ｃ及
び左ボタン２６Ａにより行われる。
【００８２】
　なお、上記顔Ｘの特徴量により絞り込まれた関連画像が動画ファイルを含む場合には、
当該動画ファイル内の顔Ｘを含むフレームが個人認証装置１１２により選択して表示する
ようにすればよい。この場合、個人認証装置１１２は、顔Ｘを含むフレームのうち、例え
ば、（１）一番先頭のフレーム、（２）表情（例えば、顔の特徴量のパラメータ）が最も
近いと判断された顔を含むフレーム、（３）検出された顔の大きさが最大のフレーム、（
４）検出された顔の顔らしさ度が最も高いフレーム、又は（５）上記の組み合わせの条件
に従って表示用のフレームを選択する。
【００８３】
　そして、個人認証装置１１２により選択された表示用のフレームが選択されてＭＥＮＵ
／ＯＫボタン２８が押下されると、当該動画ファイルが再生される。顔Ｘを含む動画ファ
イルを再生する際には、例えば、（１）動画ファイルの最初のフレームから再生する、（
２）顔Ｘが最初に登場したフレームから再生する、（３）上記表示用のフレームから再生
する、（４）顔Ｘが写っているフレームのみ再生するようにすればよい。
【００８４】
　［撮影モードの処理］
　以下、各動作モードにおける撮影装置１０の処理の流れについて、図７から図９のフロ
ーチャートを参照して説明する。図７は、撮影モード時における処理の流れを示すフロー
チャートである。
【００８５】
　まず、モードスイッチ２４により動作モードが撮影モードに設定されると、ＣＰＵ５０
により、電源回路５２が制御されてＣＣＤ７６を含む撮像部に電源が供給され、撮影モー
ドが開始される。そして、液晶モニタ２０によりプレビュー画像が表示される（ステップ
Ｓ１０）。
【００８６】
　次に、シャッタボタン１６が押下されると（ステップＳ１２のＹｅｓ）、ＣＰＵ５０に
よりＳ１オン及びＳ２オン信号が検出されて、画像の撮影が実行され（ステップＳ１４）
、撮影画像のファイルが記録メディア７０に書き込まれる（ステップＳ１６）。
【００８７】
　次に、顔検出装置１１０により、撮影画像の顔検出処理が実行され、顔検出処理の結果
がＣＰＵ５０に入力される。そして、ＣＰＵ５０により、撮影画像から顔が検出されたか
どうかが判断される（ステップＳ１８）。撮影画像から顔が検出された場合には（ステッ
プＳ１８のＮｏ）、顔検出装置１１０からの入力に基づいて、検出された顔の特徴量が撮
影画像ファイルのパスとともに、図５に示した画像管理ファイルＤ１０に書き込まれて（
ステップＳ２０）、ステップＳ２２に進む。一方、撮影画像から顔が検出されなかった場
合には（ステップＳ１８のＹｅｓ）、そのままステップＳ２２に進む。
【００８８】
　次に、動作モードの変更がなされなければ（ステップＳ２２のＮｏ、ステップＳ２４の
Ｎｏ）、ステップＳ１０に戻る。一方、モードスイッチ２４により動作モードが再生モー
ドに設定されると（ステップＳ２２のＹｅｓ）、再生モードの処理に遷移する。また、モ
ードスイッチ２４により動作モードが個人認証による再生モードに設定されると（ステッ
プＳ２２のＮｏ、ステップＳ２４のＹｅｓ）、ＣＰＵ５０により、画像管理ファイルが参
照され、最後に撮影された画像から顔が検出されたかどうかが判断される（ステップＳ２
６）。そして、撮影画像から顔が検出されていない場合には（ステップＳ２６のＹｅｓ）
、再生モードに遷移する。一方、撮影画像から顔が検出されている場合には（ステップＳ
２６のＮｏ）、個人認証による再生モードに遷移する。
【００８９】
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　［再生モードの処理］
　図８は、再生モード時における処理の流れを示すフローチャートである。まず、再生モ
ードが開始されると、記録メディア７０に最後に記録された画像ファイルが読み出されて
、液晶モニタ２０に表示される（ステップＳ３０）。再生モード時には、左ボタン２６Ａ
の押下に応じて（ステップＳ３２のＹｅｓ）、表示画像のコマ戻しが行われ（ステップＳ
３４）、右ボタン２６Ｃの押下に応じて（ステップＳ３６のＹｅｓ）、表示画像のコマ送
りが行われる（ステップＳ３８）。
【００９０】
　次に、動作モードの変更がなされなければ（ステップＳ４０のＮｏ、ステップＳ４２の
Ｎｏ）、ステップＳ３２に戻る。一方、モードスイッチ２４により動作モードが撮影モー
ドに設定されると（ステップＳ４０のＹｅｓ）、撮影モードの処理に遷移する。また、モ
ードスイッチ２４により動作モードが個人認証による再生モードに設定されると（ステッ
プＳ４０のＮｏ、ステップＳ４２のＹｅｓ）、ＣＰＵ５０により、画像管理ファイルＤ１
０が参照され、最後に撮影された画像から顔が検出されたかどうかが判断される（ステッ
プＳ４４）。そして、撮影画像から顔が検出されていない場合には（ステップＳ４４のＹ
ｅｓ）、再生モードが継続する。一方、撮影画像から顔が検出されている場合には（ステ
ップＳ４４のＮｏ）、個人認証による再生モードに遷移する。
【００９１】
　［個人認証による再生モードの処理］
　図９は、個人認証による再生モード時における処理の流れを示すフローチャートである
。まず、個人認証による再生モードが開始されると、ＣＰＵ５０により、画像管理ファイ
ルＤ１０が参照されて、最後に撮影された被写体人物の顔Ｘの特徴量が読み込まれる（ス
テップＳ５０）。次に、ＣＰＵ５０により、画像管理ファイルＤ１０から読み込まれた顔
Ｘの特徴量に基づいて、記録メディア７０内の画像の中から関連画像が絞り込まれる（ス
テップＳ５２）。そして、絞り込まれた関連画像のうち最も新しい又は古いものが液晶モ
ニタ２０に表示される（ステップＳ５４）。関連画像Ｐ２２及びＰ２６の表示中には、左
ボタン２６Ａの押下に応じて（ステップＳ５６のＹｅｓ）、関連画像の画像群内において
コマ戻しが行われるとともに（ステップＳ５８）、右ボタン２６Ｃの押下に応じて（ステ
ップＳ６０のＹｅｓ）、関連画像の画像群内においてコマ送りが行われる（ステップＳ６
２）。
【００９２】
　次に、動作モードの変更がなされなければ（ステップＳ６４のＮｏ、ステップＳ６６の
Ｎｏ）、ステップＳ５６に戻る。一方、モードスイッチ２４により動作モードが撮影モー
ドに設定されると（ステップＳ６４のＹｅｓ）、撮影モードの処理に遷移する。また、モ
ードスイッチ２４により動作モードが再生モードに設定されると（ステップＳ６４のＮｏ
、ステップＳ６６のＹｅｓ）、再生モードの処理に遷移する。
【００９３】
　本実施形態によれば、動作モードを撮影モードに設定して人物の顔を撮影した後、個人
認証による再生モードに設定することにより、撮影した画像の中から画像を選択して、選
択した画像から検出した顔と同一人物の顔が写っている関連画像を、記録メディア７０に
記録された画像の中から読み出して再生することができる。
【００９４】
　なお、個人認証による再生モードにおいて、最後の記録に係る画像ファイルから複数の
顔が検出された場合には、個人認証装置１１２により、顔の位置や大きさ、顔らしさ度等
に基づいて主要被写体を選択して、主要被写体を含む画像を特定して液晶モニタ２０に表
示するようにすればよい。例えば、最後の記録に係る画像ファイルが静止画ファイルの場
合には、当該静止画ファイルから検出された顔のうち、（１）顔らしさ度が最も高い又は
所定値以上の顔、（２）顔の大きさが最大又は所定値以上の顔、（３）画像の中心に最も
近い又は画像の中心からの距離が所定値以下の顔、又は（４）上記の組み合わせの条件（
例えば、顔らしさ度又は大きさの少なくとも一方が所定値以上で、且つ、画像の中心に近
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い顔等）に従って主要被写体を選択する。
【００９５】
　一方、最後の記録に係る画像ファイルが動画ファイルの場合には、個人認証装置１１２
は、当該動画ファイルから検出された顔のうち、（１）顔らしさ度が最も高い又は所定値
以上の顔、（２）顔の大きさが最大又は所定値以上の顔、（３）画像の中心に最も近い顔
、（４）写っているフレーム数又は写っている時間が最大の顔、（５）写っているフレー
ム数と動画ファイルの総フレーム数の比が所定値以上の顔、（６）写っている時間と動画
ファイルの再生時間の比が所定値以上の顔、又は（７）上記の組み合わせの条件（例えば
、（７－１）顔らしさ度又は大きさの少なくとも一方が所定値以上で、且つ、画像の中心
に近い顔、（７－２）写っているフレーム数又は写っている時間が所定値以上で、且つ、
顔らしさ度又は顔の大きさの少なくとも一方が所定値以上の顔等）に従って主要被写体を
選択する。
【００９６】
　なお、主要被写体は複数検出するようにしてもよい。主要被写体を複数検出した場合に
は、例えば、最後の記録に係る画像ファイルから検出された顔を顔らしさ度や大きさの順
に、例えば、主要被写体Ｘ１、Ｘ２…のように配列する。そして、個人認証による再生モ
ード時において、主要被写体を含む画像を再生する際には、主要被写体の配列に従って、
（主要被写体Ｘ１を含む画像群）、（主要被写体Ｘ２を含む画像群）…のように再生すれ
ばよい。
【００９７】
　これにより、個人認証による再生モードにおいて、最後に撮影された画像の主要被写体
と思われる顔を含む画像を選択して再生表示することができる。なお、主要被写体は、ユ
ーザの操作入力により、所望の数だけ選択可能としてもよい。
【００９８】
　また、本実施形態では、最後に撮影された画像から顔が検出された場合に、個人認証に
よる再生モードに遷移するようにしたが、ユーザが任意に指定した画像から検出された顔
の特徴量を取得して、画像を絞り込んで表示するようにしてもよい。
【００９９】
　また、本実施形態では、個人認証による再生モードにおいて、関連画像とともに最後の
記録に係る画像を表示してもよい。また、最後の記録に係る画像から顔の画像を切り出し
て、関連画像とともに表示するようにしてもよい。
【０１００】
　［第２の実施形態］
　以下、本発明の第２の実施形態について説明する。図１０は本発明の第２の実施形態に
係る画像表示装置（撮影装置）の外観を示す斜視図であり、図１１は当該画像表示装置（
撮影装置）の電気的構成を示すブロック図である。また、図１２は、動作モードの遷移を
示す図である。なお、以下の説明において、上記第１の実施形態と同様の構成については
、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１０１】
　本実施形態の撮影装置１０は、「静止画撮影モード」、「動画撮影モード」及び「再生
モード」の３つの動作モードを備えており、これらの動作モードは、図１０及び図１１に
示すモードスイッチ２４により設定される。
【０１０２】
　再生モードは、撮影済み画像が全て再生される通常の再生モードと、通常の再生モード
からシャッタボタン１６の半押し／半押しの解除に応じて遷移する画像モニタモード及び
モニタ人物再生モードを含んでいる。図１２に示すように、再生モード時にシャッタボタ
ン１６が半押しされると（Ｓ１オン）、画像モニタモードに遷移する。
【０１０３】
　画像モニタモードでは、ＣＣＤ７６を含む撮像部に電源が供給されて、画像が撮影され
、撮影されたモニタ画像Ｐ２８が液晶モニタ２０に表示される。そして、顔検出装置１１
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０により、モニタ画像Ｐ２８から顔の検出処理が行われ、上記顔検出処理により検出され
た顔Ｘの特徴量が算出される。
【０１０４】
　モニタ画像Ｐ２８から顔が検出された後、シャッタボタン１６の半押しが解除されると
、モニタ人物再生モードに遷移する。モニタ人物再生モードでは、顔検出装置１１０によ
りモニタ画像Ｐ２８から検出された顔Ｘの特徴量が個人認証装置１１２に出力される。個
人認証装置１１２は、顔Ｘの特徴量の情報を取得して、記録メディア７０内の他の画像フ
ァイルの顔の特徴量と比較する。個人認証装置１１２は、記録メディア７０に記録された
画像の中から、最後の記録に係る画像ファイルと同一人物の顔を含む画像ファイル（関連
画像）を特定し、該関連画像の画像ファイルの情報をＣＰＵ５０に出力する。ＣＰＵ５０
は、個人認証装置１１２により選択された関連画像の画像ファイルを取得して液晶モニタ
２０に表示する。これにより、画像モニタモードにおいて撮影されたモニタ画像Ｐ２８の
被写体と同一の被写体の画像が選択されて液晶モニタ２０に表示される。
【０１０５】
　なお、顔検出処理及び同一人物の顔を含む画像の特定処理の詳細については、上記第１
の実施形態と同様であるため説明を省略する。また、関連画像に動画ファイルが含まれる
場合の処理については、上記第１の実施形態と同様である。
【０１０６】
　次に、モニタ人物再生モードにおいて、シャッタボタン１６が半押しされると、画像モ
ニタモードに遷移して、再びモニタ画像の撮影が行われる。
【０１０７】
　一方、画像モニタモードにおいて、顔検出処理が終了する前、又はモニタ画像Ｐ２８か
ら顔が検出されなかった場合に、シャッタボタン１６の半押しが解除されると、通常の再
生モードに戻る。
【０１０８】
　また、本実施形態では、シャッタボタン１６の半押し及び半押しの解除により、通常の
再生モード、画像モニタモード及びモニタ人物再生モードの間のモード切替を行うように
したが、例えば、シャッタボタン１６の全押し又は全押し解除により行うようにしてもよ
いし、専用の操作部材（例えば、モードスイッチ２４）を設けてもよい。
【０１０９】
　［撮影モード］
　以下、各動作モード時における撮影装置１０の処理の流れについて、図１３から図１６
のフローチャートを参照して説明する。図１３は、撮影モード時における処理の流れを示
すフローチャートである。
【０１１０】
　まず、モードスイッチ２４により動作モードが撮影モードに設定されると、ＣＰＵ５０
により、電源回路５２が制御されてＣＣＤ７６を含む撮像部に電源が供給され、撮影モー
ドが開始される。そして、液晶モニタ２０によりプレビュー画像が表示される（ステップ
Ｓ７０）。
【０１１１】
　次に、シャッタボタン１６が押下されると（ステップＳ７２のＹｅｓ）、ＣＰＵ５０に
よりＳ１オン及びＳ２オン信号が検出されて、画像の撮影が実行され（ステップＳ７４）
、撮影画像のファイルが記録メディア７０に書き込まれる（ステップＳ７６）。
【０１１２】
　次に、顔検出装置１１０により、撮影画像の顔検出処理が実行され、顔検出処理の結果
がＣＰＵ５０に入力され、ＣＰＵ５０により、撮影画像から顔が検出されたかどうかが判
断される（ステップＳ７８）。そして、撮影画像から顔が検出された場合には（ステップ
Ｓ７８のＮｏ）、顔検出装置１１０からの入力に基づいて、検出された顔の特徴量が撮影
画像ファイルのパスとともに、画像管理ファイルＤ１０（図５参照）に書き込まれて（ス
テップＳ８０）、ステップＳ８２に進む。一方、撮影画像から顔が検出されなかった場合
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には（ステップＳ７８のＹｅｓ）、そのままステップＳ８２に進む。
【０１１３】
　次に、動作モードの変更がなされなければ（ステップＳ８２のＮｏ）、ステップＳ７０
に戻る。一方、モードスイッチ２４により動作モードが再生モードに設定されると（ステ
ップＳ８２のＹｅｓ）、再生モードの処理に遷移する。
【０１１４】
　［再生モード］
　次に、再生モード時における処理の流れについて、図１４のフローチャートを参照して
説明する。まず、再生モードが開始されると、記録メディア７０に最後に記録された画像
ファイルが読み出されて、液晶モニタ２０に表示される（ステップＳ９０）。再生モード
時には、左ボタン２６Ａの押下に応じて（ステップＳ９２のＹｅｓ）、表示画像のコマ戻
しが行われ（ステップＳ９４）、右ボタン２６Ｃの押下に応じて（ステップＳ９６のＹｅ
ｓ）、表示画像のコマ送りが行われる（ステップＳ９８）。
【０１１５】
　次に、動作モードの変更がなされなければ（ステップＳ１００のＮｏ、ステップＳ１０
２のＮｏ）、ステップＳ９２に戻る。一方、シャッタボタン１６が半押しされると（ステ
ップＳ１００のＹｅｓ）、画像モニタモードの処理に遷移する。また、モードスイッチ２
４により動作モードが撮影モードに設定されると（ステップＳ１００のＮｏ、ステップＳ
１０２のＹｅｓ）、撮影モードの処理に遷移する。
【０１１６】
　［画像モニタモード］
　次に、画像モニタモード時における処理の流れについて、図１５のフローチャートを参
照して説明する。まず、再生モード時にシャッタボタン１６が半押しされると、撮影準備
が実行され（ステップＳ１１０）、モニタ画像Ｐ２８が撮影される（ステップＳ１１２）
。そして、顔検出装置１１０により、モニタ画像Ｐ２８から顔の検出処理が実行されて、
顔の検出処理の結果がＣＰＵ５０に出力される。
【０１１７】
　次に、ＣＰＵ５０により、上記顔の検出処理の結果に基づいて、モニタ画像Ｐ２８から
顔が検出されたかどうかが判断される（ステップＳ１１４）。モニタ画像Ｐ２８から顔が
検出されなかった場合には（ステップＳ１１４のＮｏ）、モニタ画像Ｐ２８が液晶モニタ
２０に表示されて（ステップＳ１１６）、ステップＳ１２０に進む。一方、モニタ画像Ｐ
２８から顔が検出された場合には（ステップＳ１１４のＹｅｓ）、モニタ画像Ｐ２８が液
晶モニタ２０に表示されるとともに、モニタ画像Ｐ２８から検出された顔Ｘに顔検出枠Ｒ
１０が付される（ステップＳ１１８）。なお、ステップＳ１１８では、顔検出枠Ｒ１０を
汎用キー２６により、ユーザが設定できるようにしてもよい。
【０１１８】
　次に、シャッタボタン１６の半押しが解除されると（ステップＳ１２０のＹｅｓ）、モ
ニタ画像Ｐ２８から顔が検出されていない場合には（ステップＳ１２２のＹｅｓ）、再生
モードに遷移する。一方、モニタ画像Ｐ２８から顔が検出された場合には（ステップＳ１
２２のＮｏ）、モニタ人物再生モードに遷移する。
【０１１９】
　［モニタ人物再生モード］
　次に、モニタ人物再生モード時における処理の流れについて、図１６のフローチャート
を参照して説明する。まず、モニタ人物再生モードが開始されると、ＣＰＵ５０により、
上記画像モニタモードにおいて取得した顔の特徴量が読み込まれる（ステップＳ１３０）
。そして、ＣＰＵ５０により、ステップＳ１３０において読み込まれた顔の特徴量に基づ
いて、記録メディア７０内の関連画像が絞り込まれて（ステップＳ１３２）、絞り込まれ
た関連画像のうち最も新しい又は古いものが液晶モニタ２０に表示される（ステップＳ１
３４）。
【０１２０】
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　関連画像Ｐ２２及びＰ２６の表示中には、左ボタン２６Ａの押下に応じて（ステップＳ
１３６のＹｅｓ）、関連画像の画像群内においてコマ戻しが行われるとともに（ステップ
Ｓ１３８）、右ボタン２６Ｃの押下に応じて（ステップＳ１４０のＹｅｓ）、関連画像の
画像群内においてコマ送りが行われる（ステップＳ１４２）。
【０１２１】
　次に、動作モードの変更がなされなければ（ステップＳ１４４のＮｏ）、ステップＳ１
３６に戻る。一方、シャッタボタン１６が半押しされると（ステップＳ１４４のＹｅｓ）
、画像モニタモードに遷移する。
【０１２２】
　本実施形態によれば、再生モード時に、所望の人物の顔を含むモニタ画像を撮影するこ
とにより、記録メディア７０に記録された画像の中から、モニタ画像に写っている人物の
顔を含む関連画像を読み出して再生することができる。
【０１２３】
　なお、モニタ画像Ｐ２８から複数の顔が検出された場合の処理については、上記第１の
実施形態と同様である。
【０１２４】
　［第３の実施形態］
　図１７は、本発明の第３の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の動作モードの遷
移を示す図である。なお、撮影モード及び通常の再生モードについては、上記第２の実施
形態と同様であるため説明を省略する。図１７に示すように、通常の再生モード時にシャ
ッタボタン１６が半押しされると（Ｓ１オン）、画像モニタモードに遷移する。
【０１２５】
　画像モニタモードでは、ＣＣＤ７６を含む撮像部に電源が供給されて、画像が撮影され
、撮影されたモニタ画像Ｐ２８が液晶モニタ２０に表示される。そして、顔検出装置１１
０により顔の検出処理が行われ、上記顔検出処理により検出された顔Ｘの特徴量が算出さ
れて、個人認証装置１１２に出力される。個人認証装置１１２は、顔Ｘの特徴量の情報を
取得して、記録メディア７０内の他の画像ファイルの顔の特徴量と比較し、記録メディア
７０に記録された画像の中から、最後の記録に係る画像ファイルと同一人物の顔を含む画
像ファイル（関連画像）を特定し、該関連画像の画像ファイルの情報をＣＰＵ５０に出力
する。ＣＰＵ５０は、個人認証装置１１２により選択された関連画像の画像ファイルを取
得して液晶モニタ２０の関連画像表示領域Ａ１０に表示する。
【０１２６】
　［画像モニタモード］
　次に、画像モニタモード時における処理の流れについて、図１８のフローチャートを参
照して説明する。まず、再生モード時にシャッタボタン１６が半押しされると、撮影準備
が実行され（ステップＳ１５０）、モニタ画像Ｐ２８が撮影される（ステップＳ１５２）
。そして、顔検出装置１１０により、モニタ画像Ｐ２８から顔の検出処理が実行されて、
顔の検出処理の結果がＣＰＵ５０に出力される。
【０１２７】
　次に、ＣＰＵ５０により、上記顔の検出処理の結果に基づいて、モニタ画像Ｐ２８から
顔が検出されたかどうかが判断される（ステップＳ１５４）。モニタ画像Ｐ２８から顔が
検出されなかった場合には（ステップＳ１５４のＮｏ）、モニタ画像Ｐ２８が液晶モニタ
２０に表示されて（ステップＳ１５６）、ステップＳ１６６に進む。一方、モニタ画像Ｐ
２８から顔が検出された場合には（ステップＳ１５４のＹｅｓ）、モニタ画像Ｐ２８が液
晶モニタ２０に表示されるとともに、モニタ画像Ｐ２８から検出された顔に顔検出枠Ｒ１
０が付される（ステップＳ１５８）。なお、ステップＳ１５８では、顔検出枠Ｒ１０を汎
用キー２６により、ユーザが設定できるようにしてもよい。
【０１２８】
　次に、ＣＰＵ５０により、ステップＳ１５４において検出された顔の特徴量に基づいて
、記録メディア７０内の画像が絞り込まれる（ステップＳ１６０）。そして、モニタ画像
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Ｐ２８から検出された顔Ｘと同一人物の顔を含む画像ファイルが検出された場合には（ス
テップＳ１６２のＹｅｓ）、液晶モニタ２０の関連画像表示領域Ａ１０に一覧表示（サム
ネイル表示）される（ステップＳ１６４）。一方、モニタ画像Ｐ２８から検出された顔Ｘ
と同一人物の顔を含む画像ファイルが検出されなかった場合には（ステップＳ１６２のＮ
ｏ）、そのままステップＳ１６６に進む。
【０１２９】
　次に、シャッタボタン１６の半押しが解除されると（ステップＳ１６６のＹｅｓ）、モ
ニタ画像Ｐ２８から顔が検出されていない場合には（ステップＳ１６８のＹｅｓ）、再生
モードに遷移する。一方、モニタ画像Ｐ２８から顔が検出された場合には（ステップＳ１
６８のＮｏ）、モニタ人物再生モードに遷移する。
【０１３０】
　［モニタ人物再生モード］
　次に、モニタ人物再生モード時における処理の流れについて、図１９のフローチャート
を参照して説明する。まず、モニタ人物再生モードが開始されると、ＣＰＵ５０により、
画像モニタモードにおいて絞り込まれた関連画像の画像ファイルが記録メディア７０から
読み込まれて（ステップＳ１８０）、表示用のデータが取得される（ステップＳ１８２）
。そして、関連画像のうち最も新しい又は古いものが液晶モニタ２０に表示される（ステ
ップＳ１８４）。
【０１３１】
　関連画像Ｐ２２及びＰ２６の表示中には、左ボタン２６Ａの押下に応じて（ステップＳ
１８６のＹｅｓ）、関連画像の画像群内においてコマ戻しが行われるとともに（ステップ
Ｓ１８８）、右ボタン２６Ｃの押下に応じて（ステップＳ１９０のＹｅｓ）、関連画像の
画像群内においてコマ送りが行われる（ステップＳ１９２）。
【０１３２】
　次に、動作モードの変更がなされなければ（ステップＳ１９４のＮｏ、ステップＳ１９
６のＮｏ）、ステップＳ１８６に戻る。一方、シャッタボタン１６が半押しされると（ス
テップＳ１９４のＹｅｓ）、画像モニタモードに遷移する。また、モードスイッチ２４が
撮影モードに設定されると（ステップＳ１９６のＹｅｓ）、撮影モードに遷移する。
【０１３３】
　本実施形態によれば、モニタ画像Ｐ２８に写っている人物の顔を含む関連画像を記録メ
ディア７０から読み出す際に、関連画像とモニタ画像Ｐ２８とを液晶モニタ２０に同時に
表示することができる。
【０１３４】
　［第４の実施形態］
　図２０は、本発明の第４の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の動作モードの遷
移を示す図である。なお、撮影モード、再生モード及び画像モニタモードについては、上
記第２の実施形態と同様であるため説明を省略する。図２０に示すように、本実施形態で
は、モニタ人物再生モード時において、モニタ画像Ｐ２８から検出された顔Ｘを表示する
ための領域Ａ２０が設けられる。
【０１３５】
　図２１は、本実施形態に係るモニタ人物再生モード時における処理の流れを示すフロー
チャートである。まず、モニタ人物再生モードが開始されると、ＣＰＵ５０により、上記
画像モニタモードにおいて取得した顔の特徴量が読み込まれる（ステップＳ２００）。そ
して、ＣＰＵ５０により、ステップＳ１３０において読み込まれた顔の特徴量に基づいて
、記録メディア７０内の画像が絞り込まれて（ステップＳ２０２）、絞り込まれた関連画
像が、モニタ画像Ｐ２８から検出された顔Ｘとともに液晶モニタ２０に表示される（ステ
ップＳ２０４）。
【０１３６】
　関連画像Ｐ２２及びＰ２６の表示中には、左ボタン２６Ａの押下に応じて（ステップＳ
２０６のＹｅｓ）、関連画像の画像群内においてコマ戻しが行われるとともに（ステップ
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Ｓ２０８）、右ボタン２６Ｃの押下に応じて（ステップＳ２１０のＹｅｓ）、関連画像の
画像群内においてコマ送りが行われる（ステップＳ２１２）。
【０１３７】
　次に、動作モードの変更がなされなければ（ステップＳ２１４のＮｏ、ステップＳ２１
６のＮｏ）、ステップＳ２０６に戻る。一方、シャッタボタン１６が半押しされると（ス
テップＳ２１４のＹｅｓ）、画像モニタモードに遷移する。また、モードスイッチ２４が
撮影モードに設定されると（ステップＳ２１６のＹｅｓ）、撮影モードに遷移する。
【０１３８】
　本実施形態によれば、モニタ画像Ｐ２８に写っている人物の顔を含む関連画像を記録メ
ディア７０から読み出して表示する際に、モニタ画像Ｐ２８から切り出した顔の画像と関
連画像とを液晶モニタ２０に同時に表示することができる。
【０１３９】
　なお、上記の各実施形態の処理を行うプログラムを、撮影装置のほか、パーソナルコン
ピュータ（ＰＣ）や携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯フォトプレーヤー、携帯電話等の画像
撮影、表示機能を有する装置に適用することにより、本発明の撮影装置を実現することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の外観を示す斜視図
【図２】本発明の第１の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の電気的構成を示すブ
ロック図
【図３】動作モードの遷移を示す図
【図４】記録メディア７０のフォルダツリー構造を示す図
【図５】画像管理ファイルＤ１０の構成例を示す図
【図６】顔の特徴量の多次元マップを示すグラフ
【図７】撮影モード時における処理の流れを示すフローチャート
【図８】再生モード時における処理の流れを示すフローチャート
【図９】個人認証による再生モード時における処理の流れを示すフローチャート
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の外観を示す斜視図
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の電気的構成を示す
ブロック図
【図１２】本発明の第２の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の動作モードの遷移
を示す図
【図１３】撮影モード時における処理の流れを示すフローチャート
【図１４】再生モード時における処理の流れを示すフローチャート
【図１５】画像モニタモード時における処理の流れを示すフローチャート
【図１６】モニタ人物再生モード時における処理の流れを示すフローチャート
【図１７】本発明の第３の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の動作モードの遷移
を示す図
【図１８】画像モニタモード時における処理の流れを示すフローチャート
【図１９】モニタ人物再生モード時における処理の流れを示すフローチャート
【図２０】本発明の第４の実施形態に係る画像表示装置（撮影装置）の動作モードの遷移
を示す図
【図２１】本発明の第４の実施形態に係るモニタ人物再生モード時における処理の流れを
示すフローチャート
【符号の説明】
【０１４１】
　１０…撮影装置（電子カメラ）、１２…カメラボディ、１４…レンズ鏡筒、１６…レリ
ーズボタン、１８…電源スイッチ、２０…表示部（液晶モニタ）、２２…ファインダ接眼
窓、２４…モードスイッチ、２６…汎用キー、２８…ＭＥＮＵ／ＯＫボタン、３０…キャ
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ンセルボタン、３２…ディスプレイボタン、３４…ファンクションボタン、５０…ＣＰＵ
、１１０…顔検出装置、１１２…個人認証装置
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